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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 23,367 △1.5 1,116 73.6 801 42.2 416 33.3
21年3月期第2四半期 23,733 ― 643 ― 563 ― 312 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 36.34 ―

21年3月期第2四半期 27.44 27.38

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 44,426 13,066 29.4 1,138.86
21年3月期 42,323 12,655 29.9 1,103.01

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,058百万円 21年3月期  12,647百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 12.50 ― 5.00 17.50

22年3月期 ― 7.50

22年3月期 
（予想）

― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 48,760 3.3 1,530 30.0 1,030 17.1 420 89.8 36.62



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 11,466,300株 21年3月期  11,466,300株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  123株 21年3月期  123株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 11,466,177株 21年3月期第2四半期 11,391,188株



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策等により一部で回復の兆しが見られるものの、

対策一巡後の失速懸念や、今後の為替動向等、回復へのマイナス要因もあり、先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

 当フィットネス業界では、景気低迷による一段の雇用、所得環境の悪化から、お客様の生活防衛意識が強まる等、

厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の中、当社グループは、「０歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念のもと、当第

２四半期の出店につきましては、５月にウエルネスクラブ我孫子店をオープンいたしました。また、直営店２店舗の

運営を終了した結果、当第２四半期末の店舗数（９月30日付退店を含む）は、直営店111店舗、業務受託43店舗の合

計154店舗となりました。 

 会員動向につきましては、スクール会員は、既存・新規店舗とも堅調な伸びとなっています。また、フィットネス

会員につきましては、新規店舗は、ほぼ計画通りに推移いたしましたが、既存店舗におきましては、計画を下回る結

果となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の連結売上高は、新規店舗の売上増加があったものの、既存店舗の会員数減少

等により、23,367百万円（前年同期比1.5％減）となりました。また、利益面では、諸経費削減を進めるとともに、

業務の効率的運営に注力した結果、連結営業利益は1,116百万円（前年同期比73.6％増）、連結経常利益は801百万円

（前年同期比42.2％増）、連結四半期純利益は416百万円（前年同期比33.3％増）となりました。  

（セグメント情報）  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

① 会員制スポーツクラブ経営事業は、既存店舗の会員数が減少したことにより、売上高は20,452百万円（前年同

期比0.8％減）となりましたが、営業利益は諸経費削減等の効果により、1,240百万円（前年同期比71.0％増）

となりました。 

② 物販事業は、グループ内店舗での販売は前年並みの水準で推移しましたが、公共施設等の外部への販売が前年

を下回ったことにより、売上高1,724百万円（前年同期比5.8％減）、営業利益は416百万円（前年同期比2.6％

減）となりました。 

③ その他の事業は、個人消費の低迷の影響を受け、旅行事業が前年を下回ったことにより、売上高は1,190百万円

（前年同期比7.2％減）となったものの、公共施設等の管理受託事業が貢献し、営業利益は182百万円（前年同

期比82.7％増）となりました。   

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,103百万円増加し、44,426百万円となりました。

その主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものです。  

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,692百万円増加し、31,359百万円となりました。その主な要因は、前受

金、長期借入金が増加したことによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ411百万円増加し、13,066百万円となりました。その要因は、利益剰余金

が増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は29.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,584百万円増加し、6,270百万円

となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,959百万円の収入となりました。これは減価償却費886百万円、前受

金の増加565百万円等によるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、343百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支

出683百万円等によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、964百万円の収入となりました。これは長期借入金の増加1,116百万円

等によるものです。 

  

平成21年５月27日付「（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について」にて公

表いたしました通期の連結業績予想から修正しておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の 

発生状況に著しく変化がないため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ 

ングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,300,276 3,715,705

受取手形及び売掛金 566,904 839,418

商品 472,142 458,534

貯蔵品 32,080 28,884

その他 1,544,727 1,414,879

貸倒引当金 △946 △1,268

流動資産合計 8,915,185 6,456,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,029,149 23,529,590

工具、器具及び備品 5,139,723 5,132,032

土地 7,127,870 7,130,892

その他 2,810,131 2,620,467

減価償却累計額 △17,263,014 △16,516,237

有形固定資産合計 21,843,860 21,896,744

無形固定資産 318,725 350,762

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,011,652 12,288,306

その他 1,384,178 1,381,333

貸倒引当金 △47,128 △50,270

投資その他の資産合計 13,348,701 13,619,369

固定資産合計 35,511,287 35,866,876

資産合計 44,426,472 42,323,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 215,580 177,160

1年内返済予定の長期借入金 6,778,586 6,374,372

賞与引当金 488,620 372,845

役員賞与引当金 9,100 14,560

前受金 3,044,280 2,475,686

その他 3,445,838 3,919,882

流動負債合計 13,982,005 13,334,506

固定負債   

長期借入金 14,292,505 13,579,725

役員退職慰労引当金 115,440 124,490

その他 2,969,802 2,628,634

固定負債合計 17,377,747 16,332,849

負債合計 31,359,752 29,667,356



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,261,170 2,261,170

資本剰余金 2,273,042 2,273,042

利益剰余金 8,601,523 8,242,155

自己株式 △232 △232

株主資本合計 13,135,503 12,776,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,826 5,788

為替換算調整勘定 △88,899 △134,571

評価・換算差額等合計 △77,072 △128,783

少数株主持分 8,289 8,320

純資産合計 13,066,720 12,655,673

負債純資産合計 44,426,472 42,323,030



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,733,463 23,367,516

売上原価 21,523,922 20,689,002

売上総利益 2,209,540 2,678,513

販売費及び一般管理費 1,566,413 1,561,909

営業利益 643,127 1,116,603

営業外収益   

補助金収入 32,022 11,295

持分法による投資利益 37,031 －

その他 81,611 42,308

営業外収益合計 150,665 53,604

営業外費用   

支払利息 214,290 337,585

その他 15,869 31,127

営業外費用合計 230,159 368,713

経常利益 563,632 801,494

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,518 4,196

関連会社持分売却益 39,479 －

収用補償金 27,883 －

特別利益合計 83,882 4,196

特別損失   

固定資産除却損 4,182 2,565

店舗閉鎖損失 17,333 9,896

投資有価証券評価損 12,655 －

減損損失 58,195 92,162

特別損失合計 92,366 104,624

税金等調整前四半期純利益 555,148 701,065

法人税、住民税及び事業税 115,176 362,889

法人税等調整額 127,237 △78,490

法人税等合計 242,414 284,398

少数株主利益 63 △31

四半期純利益 312,670 416,698



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 555,148 701,065

減価償却費 815,577 886,999

賞与引当金の増減額（△は減少） △229,040 115,775

支払利息 214,290 337,585

売上債権の増減額（△は増加） － 248,837

未収消費税等の増減額（△は増加） 140,822 －

未払金の増減額（△は減少） － △332,823

前受金の増減額（△は減少） 552,039 565,697

その他 △154,083 37,012

小計 1,894,755 2,560,150

利息の支払額 △227,405 △348,506

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 235,520 △20,617

店舗閉鎖に伴う支払額 － △286,929

その他 74,511 55,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,977,381 1,959,329

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,543,054 △683,974

関連会社持分の売却による収入 159,630 －

敷金及び保証金の差入による支出 △346,752 △168,498

敷金及び保証金の回収による収入 219,237 469,192

長期貸付けによる支出 △212,602 －

その他 △138,903 39,334

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,862,444 △343,944

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,500,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △5,523,205 △3,000,000

長期借入れによる収入 7,250,000 4,850,000

長期借入金の返済による支出 △3,881,140 △3,733,006

社債の償還による支出 △300,000 －

株式の発行による収入 96,690 －

配当金の支払額 △113,489 △57,330

その他 － △94,918

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,854 964,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,589 4,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,201 2,584,571

現金及び現金同等物の期首残高 3,738,585 3,685,705

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,874,787 6,270,276



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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